
※装着画像はイメージです。

※装着画像はイメージです。

▲

SPECIFICATIONS 19inch　1PIECE/NORMAL

アズールホワイト

チタンダイヤ
リップカット

グリミットブラック
ダイヤカットリム SIZE

ミドルテーパー
INSET[ハブ高さクリアランス]mm

ディープテーパー
INSET[ハブ高さクリアランス]mm

ウルトラディープテーパー
INSET[ハブ高さクリアランス]mm

ブラックダイヤ
リップカット 5H-114.3 5H-114.3 5H-114.3

¥53,000 ¥54,000 ¥56,000 19×8.5J 45 [F:28/H:36] 38 [F:35/H:43] 30 [F:43/H:51]
¥55,000 ¥56,000 ¥58,000 19×9.5J 38 [F:25/H:33] 30 [F:33/H:41] 23 [F:40/H:48]
¥57,000 ¥58,000 ¥60,000 19×10.5J 30 [F:22/H:30] 23 [F:29/H:37] 15 [F:37/H:45]

¥6,000up 特殊P.C.D. 5H-100～120
表示価格は全て税抜き価格です。 ●カラー：アズールホワイト(AZW)/チタンダイヤリップカット(HGLC)/ブラックダイヤリップカット(BLKLC)/グリミットブラックダイヤカットリム(GTKRC) EMTZR10

●付属品：エアバルブ/1個(ブラック：V29K2)・スポーツデカール(レッド)/1枚・[センターキャップは、オプショナルアイテムになります。]
※ディスクデザインの関係上、8.5Ｊはリムフランジよりディスクが6mm突出しますのでご注意下さい。
※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。
※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。
※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
   上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。▲

SPECIFICATIONS 18inch　1PIECE/NORMAL

アズールホワイト

チタンダイヤ
リップカット

グリミットブラック
ダイヤカットリム SIZE

セミテーパー
INSET[ハブ高さクリアランス]mm

ミドルテーパー
INSET[ハブ高さクリアランス]mm

ディープテーパー
INSET[ハブ高さクリアランス]mm

ウルトラディープテーパー
INSET[ハブ高さクリアランス]mm

ブラックダイヤ
リップカット 5H-100  5H-114.3 5H-114.3 5H-100

5H-114.3 5H-114.3 5H-114.3 5H-114.3

¥48,000 ¥49,000 ¥51,000 18×7.5J 53 [F:26/H:34] 47 [F:32/H:40] 38 [F:41/H:49]
¥50,000 ¥51,000 ¥53,000 18×8.5J 47 [F:25/H:33] 38 [F:34/H:42] 32 [F:40/H:48]
¥52,000 ¥53,000 ¥55,000 18×9.5J 38 [F:22/H:30] 30 [F:30/H:38] 22 [F:30/H:38] 12 [F:40/H:48]
¥54,000 ¥55,000 ¥57,000 18×10.5J 22 [F:28/H:36] 12 [F:38/H:46]

¥6,000up 特殊P.C.D. 5H-100～120
表示価格は全て税抜き価格です。 ●カラー：アズールホワイト(AZW)/チタンダイヤリップカット(HGLC)/ブラックダイヤリップカット(BLKLC)/グリミットブラックダイヤカットリム(GTKRC) EMTZR10

●付属品：エアバルブ/1個(ブラック：V29K2)・スポーツデカール(レッド)/1枚・[センターキャップは、オプショナルアイテムになります。]
※ディスクデザインの関係上、リムフランジよりディスクが7.5Ｊは7mm、8.5Ｊは4mm突出しますのでご注意下さい。
※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。
※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。
※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
   上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。

テーパー比較　18inch

MIDDLE

ULTRA DEEP

DEEPSEMI

アウターリムフランジ部のみ切削加工アウターリム部 切削加工

ブラックダイヤリップカット (BLKLC)グリミットブラックダイヤカットリム (GTKRC) チタンダイヤリップカット (HGLC)

▲

SPECIFICATIONS 17inch　1PIECE/NORMAL

アズールホワイト

チタンダイヤ
リップカット

グリミットブラック
ダイヤカットリム SIZE

セミテーパー
INSET[ハブ高さクリアランス]mm

ディープテーパー
INSET[ハブ高さクリアランス]mm

ブラックダイヤ
リップカット 4H-100  5H-100  5H-114.3 5H-114.3 5H-114.3

¥44,000 ¥45,000 ¥47,000 17×7.0J 53 [F:27/H:35] 47 [F:33/H:41] 38 [F:42/H:50]
¥46,000 ¥47,000 ¥49,000 17×8.0J 47 [F:36/H:44] 35 [F:48/H:56]
¥48,000 ¥49,000 ¥51,000 17×9.0J 32 [F:28/H:36] 17 [F:43/H:51]

¥6,000up 特殊P.C.D. 4H-98～108  5H-100～114.3 5H-100～114.3 EMTZR10
表示価格は全て税抜き価格です。 ●カラー：アズールホワイト(AZW)/チタンダイヤリップカット(HGLC)/ブラックダイヤリップカット(BLKLC)/グリミットブラックダイヤカットリム(GTKRC)

●付属品：エアバルブ/1個(ブラック：V29K2)・スポーツデカール(レッド)/1枚・[センターキャップは、オプショナルアイテムになります。]
※ディスクデザインの関係上、7.0Jと8.0Jはリムフランジよりディスクが7mm突出しますのでご注意下さい。
※特殊P.C.D.時、ご使用になるナット、ボルトに関してはお問合せ下さい。
※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。
※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
   上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。

▲

SPECIFICATIONS 16inch　1PIECE/NORMAL

アズールホワイト

チタンダイヤ
リップカット

グリミットブラック
ダイヤカットリム SIZE

セミテーパー
INSET[ハブ高さクリアランス]mm

ブラックダイヤ
リップカット 4H-100

¥34,000 ¥35,000 ¥37,000 16×5.5J 45 [F:23/H:31]
¥36,000 ¥37,000 ¥39,000 16×6.5J 50 [F:24/H:32] 38 [F:36/H:44] EMTZR10

表示価格は全て税抜き価格です。●カラー：アズールホワイト(AZW)/チタンダイヤリップカット(HGLC)/ブラックダイヤリップカット(BLKLC)/グリミットブラックダイヤカットリム(GTKRC)
●付属品：エアバルブ/1個(ブラック：V29K2)・スポーツデカール(レッド)/1枚・[センターキャップは、オプショナルアイテムになります。]
※ディスクデザインの関係上、リムフランジよりディスクが4mm突出しますのでご注意下さい。
※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。
※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
   上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。

▲

SPECIFICATIONS 15inch　1PIECE/NORMAL

アズールホワイト

チタンダイヤ
リップカット

グリミットブラック
ダイヤカットリム SIZE

セミテーパー
INSET[ハブ高さクリアランス]mm

ブラックダイヤ
リップカット 4H-100

¥30,000 ¥31,000 ¥33,000 15×5.0J 45 [F:23/H:31]
¥32,000 ¥33,000 ¥35,000 15×6.0J 48 [F:25/H:33] 38 [F:35/H:43] EMTZR10

表示価格は全て税抜き価格です。●カラー：アズールホワイト(AZW)/チタンダイヤリップカット(HGLC)/ブラックダイヤリップカット(BLKLC)/グリミットブラックダイヤカットリム(GTKRC)
●付属品：エアバルブ/1個(ブラック：V29K2)・スポーツデカール(レッド)/1枚・[センターキャップは、オプショナルアイテムになります。]
※ディスクデザインの関係上、リムフランジよりディスクが6mm突出しますのでご注意下さい。
※製造条件により対応できない場合があります。
※仕様により多少納期がかかる場合があります。
※ハブ高さクリアランスの数値は、取付面からF:FLAT TYPE/H:HIGH TYPEセンターキャップまでの参考値です。
   上記のハブ高さ以下であっても車両ハブ形状によっては接触する場合があります。

Optional Items
■ №120179 センターキャップ(FLAT TYPE シルバー) ￥3,000/1個
■ №120180 センターキャップ(HIGH TYPE シルバー) ￥3,000/1個
■ №120186 センターキャップ(FLAT TYPE ブラック) ￥3,000/1個
■ №120187 センターキャップ(HIGH TYPE ブラック) ￥3,000/1個
■ №120219 センターキャップ(FLAT TYPE レッド) ￥3,000/1個
■ №120220 センターキャップ(HIGH TYPE レッド) ￥3,000/1個
■ №120250 センターキャップ(FLAT TYPE ブルー) ￥3,000/1個
■ №120251 センターキャップ(HIGH TYPE ブルー) ￥3,000/1個
■ №180082 エアバルブ(レッド：V29R2）￥500up/1本
■ №180081 エアバルブ(ブルー：V29B2）￥500up/1本

【19-17inch用】
■ №130082 スポーツデカール ￥1,000/1枚 (ブルー)
■ №130083 スポーツデカール ￥1,000/1枚 (グリーン)
■ №130084 スポーツデカール ￥1,000/1枚 (オレンジ)
■ №130095 スポーツデカール ￥1,000/1枚 (パープル)

【16/15inch用】
■ №130087 スポーツデカール ￥1,000/1枚 (ブルー)
■ №130088 スポーツデカール ￥1,000/1枚 (グリーン)
■ №130089 スポーツデカール ￥1,000/1枚 (オレンジ)
■ №130090 スポーツデカール ￥1,000/1枚 (パープル)
※車両によりセンターキャップが装着できない場合があります。

Repair Parts
■ №130081 スポーツデカール ￥1,000/1枚 (レッド)（※19-17inch）
■ №130086 スポーツデカール ￥1,000/1枚 (レッド)（※16/15inch）
■ №180085 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29K2)
■ №180082 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29R2)
■ №180081 エアバルブ ￥1,500/1個 (V29B2)

※1
※1 19〜17inch/16・15inch  インチによりスポーツデカールの大きさが異なります。

※1※1 ※1 ※1

W
OR

K 
EM

OT
IO

N 
ワ
ー
ク
エ
モ
ー
シ
ョン

124 125

W
O

R
K

 E
M

O
TI

O
N

 Z
R

10

さらに詳しい情報は
こちらからアクセス！

ワークエモーション・ズィーアールテン
1 piece  19 / 18 / 17 / 16 / 15 inch

対応カラー     
※対応カラーの詳細はP.213へ。

TPMS対応の詳細はP.273へ。
16/15inch 除く

グリミットブラックダイヤカットリム (GTKRC)
( ウルトラディープテーパー ) 18 チタンダイヤリップカット (HGLC)

( ディープテーパー ) 18 アズールホワイト (AZW)
( セミテーパー ) 16 ブラックダイヤリップカット (BLKLC)

( セミテーパー ) 15

C o m i n g  S o o n 開発中の為、仕様を予告無く変更する場合があります。

NEW   


